
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

夏休みなどの長期休暇の間は家で一人きりで食べて過ごす子どもがいます。 

子どもたちがみらいパークに集まりボランティアと一緒にお昼を作って食べる機会を持てたらとの思いから、 

夏休みも「たまみら♥子ども食堂」を企画しました。 

楽しそうに調理をする子。ドキドキしながらはじめての包丁にトライする子たちを見守り、サポートをお願いします。 

日程   平成７月２４日～２８日、７月３１日～８月４日の１０日間 

時間   午前９時３０分～午後２時ごろまで      受付け ７月１０日(月)まで 

募集人数 各日１０名以上(但し 8/1 と 8/3 は５名)    たまがわ・みらいパーク事務室へ 

場所   たまがわ・みらいパーク１階メイキングルーム   昼食代２００円(必要) 

日時  ７月１・15 日(土) １３：００～１５：００ 

対象  老若男女 小学生は３年生から 

定員  大人・子ども各５人 

費用  大人５００円、子ども無料/月 

申込み 前日まで 

持ち物 筆( 大・中・小)・硯・墨・下敷き・半紙 

      見学は自由。 

日時    ７月８日(土) 13:30～15:30 

対象    高齢者むき   

費用    ５０円(お菓子代) 

申込み  不要    動きやすい服装で。 

 

☆日曜・祝日も開いています。※第４火曜日(６/２７)は休館日です。 

☆午前９時から午後５時まで利用できます。☆空いているお部屋を使えます。 

日時：７月 1６日（日） 

10:00～12:00 (売切れ次第終了) 

立川産新鮮野菜の直売 

惣菜パンの販売 

フリーマーケット ☆小物・袋物など 

た ま み ら 朝 市 

 《 2 0 1 7 年 地 域 版 》

調理ボランティア募集 

毎月第３日曜日 

軽めの体操・脳トレ体操・脳トレ玉入れゲーム 

おしゃべりタイム (ふれあいサークル) 

介護予防の健康体操 

軽食を作って食べましょう(みんなのサロン) 

手作り 

夏用帽子 

￥1.000 

こけ玉・ 

多肉植物寄せ植え 

￥４００ 

包丁とぎ 

１本 ￥２００ 

11:00 まで 

受付 

日時    ７月１５日(土) 10:00～12:00 

対象    高齢者向き  

費用    １００円(食材費) 

申込み  不要    動きやすい服装で。 

夏休み「たまみら 子ども食堂」 

たまみら書道教室 (瑞
ずい

墨
ぼ く

会) 日曜絵画教室 (スケッチ) 
日時  ７月９日(日) １３：３０～１５：００ 

対象  小学生以上 

定員  １５人程度 

費用  無料 

申込み 前日まで 

持ち物 タオル・汚れても良い服装・飲み物 

     水彩絵の具などでスケッチします。 

 コップに描いた絵が光る！(陶芸教室) 
日時   ７月２７日(木) ２９日(土) １３：００～１５：３０ 

対象   子ども(親子) 

費用   無料 

申込み 不要 自由に参加できます 

      紙が主成分な「燃やせるプラスチック」で 

食器類にお絵かき、暗いところでも光るよ！ 

 ベビーボンディング  (ミニトマの木) 
日時   ７月２６日(水) １０：３０～１２：００ 

対象   参加時３ヵ月～７ヵ月の親子(寝返り OK) 

定員   １０組 

費用   ２００円(オイル代) 

申込み ７月３日(月)～１７日(月祝)までに 

持ち物 バスタオル(必ずご持参ください)  

    赤ちゃんの柔らかい素肌に触れながら 

マッサージを通して 親子の絆を深めませんか？ 

７月のプログラム 

日時   ８月１０日(木) ７：１５～１８：００ 

対象   小学生～大人(小学３年生までは保護者同伴) 
定員   ４０人 

参加費 ５，０００円～５，５００円(予定) 

申込み ７月３１日(月)まで 
    山梨県小菅村での沢のぼり・水流・渓谷を体験！ 

NPO のお兄さんお姉さんが指導してくれます。 

      ☆参加者は事前説明会に参加してください。 

(８月上旬予定 保護者同伴で極力ご出席ください） 

 

多摩川源流体験教室 (水辺の楽校) 

Tel/Fax   ０４２－８４８－４６５７ 



 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

日時   ７月２３日（日曜日） 9:30～15:00 ころまで 

対象   小学生以上 １０人程度 

費用   無料（プラモデルを持ってくる場合）  

ない場合 1,000 円くらいで用意します。 

申込み 前日まで  色塗りＯＫ 

昼食・おやつを持ってきていいです。 

のびのび健康体操  (のびのびクラブ) 
 

そのほかのプログラム 

日時   ７月７・１４・２１日(金) 10:00～12:00 

      (毎月第１・２・３金曜日) 

対象   ６５歳以上 定員：１５人 

費用   １０００円/月３回(講師料) 

申込み ７月６日(木)までに 

介護予防のストレッチと有酸素運動 

         動きやすい服装で・飲み物持参 見学ＯＫ 

第４回毎月ミニ四駆レースを開催します！ 

☆７月２３日(日)１3：３０～ 

ミニ四駆は必ず単三乾電池を持って来てね！ 

改造車はダメです 

 

日時   ７月 10・２４日(月) 10:30～11:45 

        (毎月第２・４月曜日) 

対象   どなたでも  

定員  ３０人 

費用   ３００円(楽譜・指導料) 

申込み 不要 

子どもの頃耳にした童謡や唱歌。若い頃歌った 

流行歌を歌って元気になりましょう！ 

プラモデルづくり教室＆ミニ四駆レース 
(ＫＯＢＡホビ～) 

たまがわ・みらいパーク企画運営委員会            

＊電話/ファックス ０４２-８４８-４６５７ 

 

ミエ子さんと歌おう！ (音色の会) 

健康体操 (富士見町みつばちの会) 

日時   ７月７・１４・２１・２８日(月) 13:30～15:00 

対象   どなたでも 

定員   ２人 

費用   2000 円(１ヵ月 4 回参加) 

申込み 前日まで  

自分で自分の体を指圧・マッサージ。体幹を整え

て若々しい体作り 

 

たまみらでカラオケを楽しもう！！ 
(８月実施) 

８/６(日)・親子カラオケ 

８月の毎週水曜日・カラオケ一般開放 

９：３０～１７：００ 

３人以上のグループ(中学生以下は大人同伴で) 

申込み：７/１～７/５。申込み多数の場合は抽選 

費用：１時間５００円 

夏休み親子カラオケ無料開放(８月実施) 

(たまみらカラオケクラブ) 
日時 ８月１１日(金)・１２日(土) 

①１０：００～１２：００ 

②１３：００～１５：００ 

③１５：００～１７：００ 

申込み ８月５日(土)までに大人と一緒の３人以上の 

グループで申込みをしてください。 

子ども会での利用も歓迎！ 

染色・機織り (あかね) 
日時  ７月７日(金) １１：００～１５：３０ 

対象  どなたでも  見学自由 

定員  ２０人 

費用  １,０００円(材料費) 入会金１，０００円 

申込み 前日 

持ち物 ゴム手袋・エプロン・染める材料 糸か布１００ｇ以内 

 

アジの解剖 (立川・自然と科学の会) 

日時   ７月１７日(月) ９：００～１２：３０ 

対象   小学４年生～中学３年生 

定員   ５人 

費用   ８００円 

申込み 前日 

    魚の内部構造(骨格・内臓)の確認。実験を通して科学

(理科)を深く理解したいひと。中学・高校受験に。 

日時   ７月３・１０・２４日(月) 9:30～12:00 

対象   高齢者むき 

定員   １人 

費用   1,500 円/月 

申込み ６月３０日(金) 

持ち物 タオル・敷物・飲み物 

     日頃の運動不足解消・健康作りに！ 

君も私も歌おう！！ (よもぎ会) 
日時   ７月１２日・１９日(水) 10:00～12:00 

対象   どなたでも 

定員   ３人 

費用   １００円(年会費) 

申込み 前日まで 

     コーラス・口腔体操・おしゃべりの時間もあります。 

 

十文字自 彊 術
じきょうじゅつ

 (イキイキたまみら会)  

よさこい鳴子踊りの講習(富士見ＹＯＳＡＫＯＩ) 

日時   ７月８・２２日(土) 19:00～20:30 

対象   中学生～７０歳くらい 

費用   イベント出演時のみ衣装代 1,000 円 

申込み ７月１日(土) 

持ち物 体育館シューズ・タオル・飲み物・鳴子(貸出可) 

     見学ＯＫ！ 


